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◎議事日程
日程第

１

議案第１２９号

平成２８年度足寄町一般会計補正予算（第９号）＜Ｐ３～
Ｐ２２＞

日程第

２

議案第１３０号

平成２８年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算
（第３号）＜Ｐ３～Ｐ２２＞

日程第

３

議案第１３１号

平成２７８年度足寄町簡易水道事業特別会計補正予算（第
２号）＜Ｐ３～Ｐ２２＞

日程第

４

議案第１３２号

平成２８年度足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第
３号）＜Ｐ３～Ｐ２２＞

日程第

５

議案第１３３号

平成２８年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整
理事業特別会計補正予算（第２号）＜Ｐ３～Ｐ２２＞

日程第

６

議案第１３４号

平成２８年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算
（第３号）＜Ｐ３～Ｐ２２＞

日程第

７

議案第１３５号

平成２８年度足寄町上水道事業会計補正予算（第３号）＜
Ｐ３～Ｐ２２＞

日程第

８

議案第１３６号

平成２８年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算
（第１号）＜Ｐ３～Ｐ２２＞

追加日程第

１

行政報告（町長）＜Ｐ２２～Ｐ２３＞

追加日程第

２

議案第１３７号

足寄町名誉町民の決定について＜Ｐ２３～Ｐ２４＞

追加日程第

３

議案第１３８号

平成２８年度足寄町一般会計補正予算（第１０号）＜Ｐ２
４～Ｐ２５＞

追加日程第

４

意見書案第５号

国による子供医療費無料制度の創設を求める意見書＜Ｐ２
５～Ｐ２６＞

追加日程第

５

意見書案第６号

国民健康保険医療費国庫負担金の調整（減額）廃止を求め
る意見書＜Ｐ２６＞

追加日程第

６

意見書案第７号

「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しに当た
り、現行制度の継続を求める意見書＜Ｐ２６～Ｐ２７＞

追加日程第

７

意見書案第８号

「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法
律」の早期制定を求める意見書＜Ｐ２７～Ｐ２８＞

追加日程第

８

意見書案第９号

地方議会議員の構成年金制度への加入を求める意見書＜Ｐ
２８～Ｐ３０＞

追加日程第

９

追加日程第１０

意見書案第１０号
意見書案第１１号

大雨災害に関する意見書＜Ｐ３０～Ｐ３１＞
ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書＜Ｐ３１～Ｐ３
２＞

追加日程第１１

所管事務調査期限の延期について＜Ｐ３２＞

追加日程第１２

閉会中の継続調査申出書＜Ｐ３２＞
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午前１０時００分

開議

ので、御報告をしておきたいというふうに思
います。

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

野中さんは、明治３８年７月２５日生まれ

おはようございま

す。

ということで、これまでも道内では４年連続
で男性の部門では長寿全道１位でありました

全員の出席でございます。

けれども、１１２歳の方がお亡くなりになら

これから、本日の会議を開きます。

れて、男性の部でありますけれども、日本一

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

になられたということでございますので、報

です。

告をしておきます。
それでは、ただいま議題となりました、議
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

案第１２９号平成２８年度足寄町一般会計補

議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

８年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正

榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君）

正予算（第９号）から議案第１３６号平成２
予算（第１号）まで一括提案理由の御説明を

１

申し上げます。

２月１４日に開催されました、第４回定例会
に伴う議会運営委員会の協議の結果を報告し

補正予算つづり１ページをお願いをいたし
ます。

ます。

議案第１２９号平成２８年度足寄町一般会

本日は、最初に議案第１２９号から議案第
１３６号までの平成２８年度補正予算の提案

計補正予算（第９号）について御説明を申し
上げます。

説明を受けた後、即決で審議いたします。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

１,８０４万１,０００円を減額をし、歳入歳
出予算の総額を歳入歳出それぞれ９９億６,
３０５万５,０００円とするものでございま
す。

◎

議案第１２９から議案第１３６号

○議長（吉田敏男君）

日程第１

歳出の主なものから御説明を申し上げま

議案第１

す。

２９号平成２８年度足寄町一般会計補正予算

２０ページをお願いいたします。

（第９号）の件から日程第８

議案第１３６

２０ページ、第２款総務費、第１項総務管

号平成２８年度足寄町国民健康保険病院事業

理費、第９目車両管理費、第１８節備品購入

会計補正予算（第１号）までの８件を一括議

費におきまして、自動車購入といたしまして

題といたします。

３ ７ ５ 万９ ,０ ０ ０円 を 計上 を いた し まし

本件について、提案理由の説明を求めま

た。

す。
町長

これは、１０人乗りワゴン車が故障をし、
安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

使用できないということになりましたので、
提案理由の説明に

更新するものでございます。

入る前に、一つうれしいニュースが飛び込み
ましたので報告をさせていただきます。

次に、１４目企画振興費、第１７節公有財
産購入費におきまして、旧十勝東部森林管理

昨日、十勝総合振興局のほうから連絡があ
りました。

署宿舎土地建物購入費といたしまして９００
万円を計上をいたしました。

野中温泉の野中正造さんが男性の部門で長

第１９節負担金、補助及び交付金におきま

寿日本一になられたという連絡がありました

して、地域間幹線系統路線維持費補助金とい
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たしまして１,２４２万４,０００円を計上を

センターの煙突からアスベスト材が確認され

いたしました。

たということで、我が町でもこの使用状況が

これはバス運行にかかわる経費でございま
す。

ないのかということで調査をしたところ、町
民センター、それから特別養護老人ホーム、

次に、２２ページをお願いをいたします。

生涯学習館、それからもう１カ所、実は使用

２２ページ、第３款民生費、第１項社会福

しているということで、この間、目視した結

祉費、第１目社会福祉総務費、第１７節公有

果、異常はないということでありますけれど

財産購入費におきまして、障害者就労支援事

も、何せ煙突の内部でありますから、詳細の

業所整備事業に伴う土地購入費といたしまし

調査をする必要があるということで、それぞ

て１,０８０万２,０００円を計上をいたしま

れ２２万円の調査費を計上したものでござい

した。

ます。

２４ページをお願いいたします。

もともと広く煙突の材として、広く使用さ

２４ページ、第１９節負担金、補助及び交

れた石綿セメント煙突で破損や劣化したもの

付金におきまして、臨時福祉給付金（経済対

が粉じんとなって、大気中に飛散することで

策分）といたしまして２,７００万円を計上

健康被害を及ぼす可能性が危惧がされるとい

をいたしました。

うことでございます。

第４目国民健康保険助成費、第２８節繰出

先ほど申し上げた、札幌でのやつはもう既

金におきまして、国民健康保険事業特別会計

に落ちている状況があって危険だという、そ

繰出金といたしまして５,８２２万円を計上

ういう新聞報道もありましたけれども、繰り

いたしました。

返しになりますけれども、先ほど申し上げた

３０ページをお願いいたします。

とおり、目視の段階では崩れ落ちているとい

３０ページ、第４款衛生費、第４項病院

う状況ではございませんでした。

費、第１目病院費におきまして、国民健康保

いずれにしても、詳細な調査を経て所定の

険病院対策費の負担金を合わせて６７６万

対応をしていきたいというふうに考えていま

１,０００円を減額をいたしました。

すので、御理解いただきたいというふうに思

３２ページをお願いいたします。

います。

３２ページ、第６款農林水産業費、第１項

次に、第２項林業費、第３目町有林管理

農業費、第３目農業振興費、第１９節負担

費、第１２節役務費におきまして、手数料を

金、補助及び交付金におきまして、防衛施設

１,０１７万８,０００円減額いたしました。

周辺農業用施設設置事業補助金を７００万円

３６ページをお願いいたします。

減額をし、豆類特徴認識選別機導入事業補助

３６ページ、第４目水源林造林事業費、第

金といたしまして１,８５０万円を計上をい

１２節役務費におきまして、手数料といたし

たしました。

まして３,１２７万６,０００円を計上をいた

第７目営農用水道等費、第１５節工事請負

しました。

費におきまして、合わせて１,３０７万８,０
００円を減額をいたしました。

第１６節原材料費におきまして、造林用苗
木といたしまして５７９万１,０００円を計

３４ページをお願いいたします。

上いたしました。

３４ページ、第８目町民センター運営費、

第１８節備品購入費におきまして、自動車

第１３節委託料におきまして、公共施設煙突

購入といたしまして４７０万円を計上をいた

用断熱材使用状況調査業務として２２万円を

しました。

計上をいたしました。

第７款商工費、第１項商工費、第１目商工

これにつきましては、札幌市において給食

振興費、第２１節貸付金におきまして、中小
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企業特別融資貸付金といたしまして３,００

を ９ ２ ２万 ５ ,０ ００ 円 減額 を いた し まし

０万円を計上をいたしました。

た。

第８款土木費、第１項土木管理費、第２目

第３節職員手当等におきまして、それぞれ

地籍調査費、第１３節委託料におきまして、

の手当を計上、あるいは減額をし、合わせて

地籍測量業務を９１４万２,０００円減額を

５ ５ ３ 万６ ,０ ０ ０円 を 計上 を いた し まし

いたしました。

た。

３８ページをお願いいたします。

第４節共済費におきまして、共済組合負担

３８ページ、第２項道路橋梁費、第２目道

金などそれぞれ計上、あるいは減額をし、合

路管理費、第１５節工事請負費におきまし

わせて１,３９１万３,０００円を減額をいた

て、防犯灯整備工事を３,４０５万円減額を

しました。

いたしました。

以上で歳出を終わり、次に、歳入について

第３目土木車両管理費、第１８節備品購入

御説明申し上げます。

費におきまして、除雪トラックを５,４８５

１０ページにお戻りください。

万１,０００円減額をいたしました。

１０ページ、第１４款国庫支出金、さらに

第５目道路新設改良費、第１９節負担金、

は１２ページ、第１５款道支出金におきまし

補助及び交付金におきまして、豊栄橋架換事

て、それぞれ事業費見合いの負担金、補助金

業北海道負担金を５,０６３万１,０００円減

を計上をいたしております。

額をいたしました。

１４ページをお願いいたします。

第４項都市計画費、第３目下水道費、第２

１４ページ、第１６款財産収入、第２項財

８節操出金におきまして、公共下水道事業特

産売払収入におきまして、立木、これはカラ

別会計繰出金（過疎債）分を１,８００万円

マツでございます。立木売払収入といたしま

減額をいたしました。

して２,３２０万７,０００円、収益分収金と

４０ページをお願いいたします。

いたしまして６４９万３,０００円を計上を

４０ページ、第５目公園事業費、第１３節

いたしました。

委託料におきまして、里見が丘公園整備実施

第１７款寄附金、第１項寄附金におきまし

設計業務を８０３万８,０００円減額いたし

て、災害支援寄附金といたしまして１,２２

ました。

０万円を計上いたしました。

第５項住宅費、第２目住宅建設費、第１５

第１８款繰入金、第１項基金繰入金におき

節工事請負費におきまして、（仮称）はるに

まして、財政調整基金繰入金を９,５４９万

れ団地新築工事を１,６９１万円減額をいた

５,０００円減額いたしました。

しました。

第２０款諸収入、第３項貸付金元利収入に

５０ページをお願いいたします。

おきまして、中小起業等融資金貸付金元利収

５０ページ、第１１款災害復旧費、第５項

入といたしまして３,０００万円を計上いた

厚生労働施設災害復旧費、第１目民生施設災

しました。

害復旧費、第１９節負担金、補助及び交付金

次に、１６ページをお願いいたします。

におきまして、介護施設等災害復旧補助金と

１６ページ、第５項雑入におきまして、水

いたしまして３,２９７万２,０００円を計上

源林造林事業収入といたしまして４,４０２

をいたしました。

万円、備荒資金組合還付金といたしまして

第１３節職員費、第１項職員給与費、第１
目職員給与費につきましては、給与改定と人

３,２９７万２,０００円を計上をいたしまし
た。

事異動による人件費にかかわるものでござい

第２１款町債、第１項町債、第１目辺地対

ますが、第２節給料におきまして一般職給料

策事業債を合わせて６８０万円減額し、第２
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目過疎対策事業債といたしまして、合わせて

１９節負担金、補助及び交付金におきまし

２,３６０万円を計上いたしました。

て、後期高齢者支援金負担金を８３３万円減

以上が歳入の主な事項でございます。

額をいたしました。

５ページにお戻りください。

次に、歳入について申し上げます。

５ページ、第２表において、繰越明許費３

７６ページにお戻りください。

件をお願いをいたしました。

７６ページ、第１款国民健康保険税、第１

第３表において、地方債補正、変更３件を
お願いいたしております。

項国民健康保険税におきまして、医療給付費
分現年課税分といたしまして２,８３０万６,

以上で、平成２８年度足寄町一般会計補正

０００円、後期高齢者支援金分現年課税分と

予算（第９号）についての説明を終わりま

いたしまして１,０６２万３,０００円を計上

す。

いたしました。

次に、特別会計について御説明を申し上げ
ます。

第３款療養給付費等交付金、第１項療養給
付費等交付金におきまして、療養給付費等交

６９ページをお願いいたします。

付金を５１０万７,０００円減額をいたしま

６９ページ、議案第１３０号平成２８年度

した。

足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

７８ページをお願いいたします。

（第３号）について御説明を申し上げます。

７８ページ、第７款繰入金、第１項他会計

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

繰入金におきまして、一般会計繰入金といた

９,０９７万６,０００円を追加をし、歳入歳

しまして５,６４９万８,０００円を計上をい

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億５,

たしました。

５５９万９,０００円とするものでございま

次に、８９ページをお願いいたします。

す。

８９ページ、議案第１３１号平成２８年度

歳出の主なものから御説明を申し上げま
す。

足寄町簡易水道特別会計補正予算（第２号）
について御説明を申し上げます。

８２ページをお願いいたします。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

８２ページ、第２款保険給付費、第１項療

１２７万４,０００円を減額し、歳入歳出予

養所費、第１目一般被保険者療養給付費、第

算の総額を歳入歳出それぞれ１億２万２,０

１９節負担金、補助及び交付金におきまし

００円とするものでございます。

て、療養給付費負担金といたしまして８,２

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

２８万３,０００円を計上をいたしました。

すべき事項がございませんので、省略をさせ

第２目退職被保険者等療養給付費、第１９

ていただきます。

節負担金、補助及び交付金におきまして、療

次に、１０３ページをお願いします。

養給付費負担金を７６６万１,０００円減額

１０３ページ、議案第１３２号平成２８年

いたしました。

度足寄町公共下水道事業特別会計補正予算

８４ページをお願いいたします。

（第３号）について御説明申し上げます。

８４ページ、第２項高額療養費、第１目一

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

般被保険者高額療養費、第１９節負担金、補

５,３１６万９,０００円を減額し、歳入歳出

助及び交付金におきまして、高額療養給付費

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億７,４１

負担金といたしまして２,５８１万５,０００

４万２,０００円とするものでございます。

円を計上をいたしました。

歳出の主なものから御説明を申し上げま

第３款後期高齢者支援金等、第１項後期高

す。

齢者支援金等、第１目後期高齢者支援金、第
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１１４ページをお願いいたします。

１１４ページ、第２款事業費、第１項事業
費、第１目事業費、第１５節工事請負費にお

すべき事項がございませんので、省略をさせ
ていただきます。

きまして、下水道管渠新設工事を４,２５０
万円減額をいたしました。

次に、企業会計について御説明を申し上げ
ます。

次に、歳入について申し上げます。

１４７ページをお願いいたします。

１１０ページにお戻りください。

１４７ページ、議案第１３５号平成２８年

１１０ページ、第３款国庫支出金、第１項
国庫補助金におきまして、公共下水道事業国

度足寄町上水道事業会計補正予算（第３号）
について御説明を申し上げます。

庫 補 助 金を ２ ,０８ ７ 万円 減 額い た しま し
た。

収益的収入及び支出の総額からそれぞれ６
１７万４,０００円を減額し、収益的収入及

第４款繰入金、第１項他会計繰入金におき
まして、一般会計繰入金を１,５８８万９,０

び支出の総額をそれぞれ１億５,１８７万１,
０００円とするものでございます。

００円減額をいたしました。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足

第７款町債、第１項町債におきまして、公

する額は、当年度分損益勘定留保資金を３,

共下水道事業債を１,７００万円減額をいた

８６０万１,０００円、建設改良積立金を１,

しました。

１２６万円に改め補填するものであります。

１０５ページにお戻りください。

第４条におきまして、予算第７条に定めた

１０５ページ、第２表繰越明許費１件をお
願いをいたしました。

議会の議決を得なければ流用することができ
ない経費について、職員給与費を３０９万

第３表におきまして、地方債補正、変更１
件をお願いいたしました。

７,０００円減額し、３,１２８万１,０００
円とするものであります。

次に、１２３ページをお願いいたします。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

１２３ページ、議案第１３３号平成２８年

すべき事項がございませんので、省略をさせ

度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画

ていただきます。

整理事業特別会計補正予算（第２号）につい

次に、１５９ページをお願いいたします。

て御説明を申し上げます。

１５９ページ、議案第１３６号平成２８年

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

５０万５,０００円を減額し、歳入歳出予算

（第１号）について御説明を申し上げます。

の総額を歳入歳出それぞれ１億１,０４９万

収益的収入及び支出の総額からそれぞれ

３,０００円とするものでございます。

３,８４１万５,０００円を減額し、収益的収

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

入及び支出の総額をそれぞれ１２億７,６５

すべき事項がございませんので、省略をさせ

２万７,０００円とするものでございます。

ていただきます。

第３条において、予算第８条に定めた議会

次に、１３１ページをお願いいたします。

の議決を得なければ流用することができない

１３１ページ、議案第１３４号平成２８年

経費について、職員給与費を３,８４１万５,

度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

０００円減額し、７億７,０５６万５,０００

（第３号）について御説明申し上げます。

円とするものであります。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ
１万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の

補正予算の主な内容について申し上げま
す。

総額を歳入歳出それぞれ２億８,７０２万４,

１６２ページをお願いいたします。

０００円とするものでございます。

補正予算の内容につきましては、支出につ

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

きましては、給与改定と人事異動による人件
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費にかかわるものであります。

購入するものでございます。

収入につきましては、入院収益と外来収益
などの減額となっております。

なお、再利用しようとしている住宅の建築
年度は、昭和５５年度から昭和５７年度まで

以上で、議案第１２９号平成２８年度足寄

の３棟でございます。

町一般会計補正予算（第９号）から議案第１
３６号平成２８年度足寄町国民健康保険病院

それで、１棟２戸が１棟、１棟１戸が２
棟。

事業会計補正予算（第１号）までの説明とさ
せていただきます。

取り壊す予定の建物が、昭和５４年建築の
ものが１棟、昭和５１年建築のものが１棟。

御審議のほどをよろしくお願いを申し上げ
ます。

２棟取り壊して、合計いたしますと３棟４
戸分となりますが、そこの部分については改

○議長（吉田敏男君）

これをもちまして、

提案理由の説明を終わります。

修を経て移住体験住宅として利用していきた
いということでございます。

これから、議案第１２９号平成２８年度足

なお、この改修工事費につきましては、現

寄町一般会計補正予算（第９号）の件の質疑

在、国の交付金につきまして国と調整中でご

を行います。

ざいまして、それが採択の見込みがつきまし

１８ページをお開きください。

たら、今後の補正予算においてお願いする予

歳出から始めます。

定でおります。

款で進めます。

以上でございます。

第１款議会費、質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

１１番。

○１１番（髙橋秀樹君）

次に、１８ページか

３棟４戸分ということになっています。

ら２２ページ、第２款総務費、質疑はござい
ませんか。

そうしましたら、

かなりお金かかりそうな気がするのですけ
れども、その大体のところというのはわかっ

１１番。

ているのでしょうか。

○１１番（髙橋秀樹君）

１４の企画振興費

○議長（吉田敏男君）

総務課長、答弁。

の中の公有財産購入費の中で、これが説明書

○総務課長（大野雅司君）

のほうにも載ってもいるのですが、もう少し

す。

詳しく説明を願いたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

現在、国と交渉中でございますので、現在

総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君）

お答えいたしま

の交渉の形で申し上げますと、１,９００万

お答えをいたし

円を見込んでおります。

ます。

以上でございます。

企画振興費の公有財産購入費でございます

○議長（吉田敏男君）

１１番。

が、旧十勝東部森林管理所官舎土地建物購入

○１１番（髙橋秀樹君）

これは移住定住を

費といたしまして９００万円を計上させてい

目的とするものであるというふうに思いま

ただいております。

す。どういうような方を求めているのか。

これにつきましては、目的といたしまして

例えば、足寄町にちょっと住んでみたいの

は、移住体験住宅を将来、整備するための用

ですけれども、ちょっとだけ貸してください

地購入でございます。

という方も家賃を取るのかとか、あと、もし

ここには、建物が５棟張りついておりまし

くは３年も４年も住まわせるのとか、そうい

て、そのうちの３棟ほどは担当者が現地も確

う詳細なところというのは、もう何かめど的

認いたしましたが、３棟ほどは改修すること

なものは確定はしているのでしょうか。

により移住体験住宅に転用可能ということで

○議長（吉田敏男君）
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総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君）

お答えいたしま

しております。

す。

以上でございます。

現在、そういう部分につきましては、現在

○議長（吉田敏男君）

検討中でざいまして、それで、まさに委託事

他にございませんか。

業で、今、研究をしていただいている部分で

７番田利正文君。

もございます。

○７番（田利正文君）

移住事業といたしまして、住みかえ住宅モ

よろしいですね。

２１ページの１９節

ですね。

デル実証事業ということで先進事例調査です

バスのやつですけれども、いろいろ現状は

とか、よその町の調査ですね。移住体験者の

難しいことがあるのだろうと思うのですけれ

都会でのニーズがどのぐらいあるのかとか、

ども、大型バスだけでなくて、２５人乗りと

そういったこととかを調査を委託事業でお願

か小さいバスに時間と場所などによって、そ

いしているところでございます。

ういうふうに変更することは可能なんていう

その結果をもって、その辺の細かなところ

ことがあり得るかどうかということなのです

については決定することになると思います

けれども。

が、基本的には有料でお貸しして一時住まい

○議長（吉田敏男君）

と。

○総務課長（大野雅司君）

移住体験でございますので、そこにずっと

地域間幹線系統維持路線補助金のことと思
いますが、これにつきましては、帯広－陸別

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

お答えいたしま

す。

住み続けていただくということではないとい
うふうに考えております。

総務課長、答弁。

線でございますので、帯広－陸別線は、例え
１１番。

○１１番（髙橋秀樹君）

ば、池田から陸別までということではなく

今、委託事業とい

て、帯広駅から、例えば、幕別町本町までと

うふうにおっしゃったのですけれども、これ

か、そういった形で走っておりますので、十

は町の財産でやることになるということで考

勝バスの営業方針によって走らせているもの

えているのですけれども、財産管理のほうで

でございますので、小型化というのは、

管理を行うのか、その辺はどのように考えて

ちょっとその辺については都市部といいます

いるのですか。

か、帯広市街部分での乗車人口も見きわめて

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

十勝バスが決定しているものでございますの

お答えいたしま

で、なかなかその辺は難しいかと思います。

す。

以上でございます。

委託事業と申し上げましたのは、住みかえ

○議長（吉田敏男君）

７番田利正文君。

住宅のモデルの調査研究を、今、委託に出し

○７番（田利正文君）

難しいだろうという

ているということでございまして、この住宅

のはわかっていたのですけれども、例えば、

につきまして委託に出すと、そういうことは

帯広のバス停から池田までとか、幕別までか

まだ決定しておりません。

どこまでが一番多いのかわかりませんけれど

ただ、この国の交付金の採択基準が目まぐ

も、そこの部分が一番多いのだとしたら、池

るしくかわっておりまして、このたびハード

田に車庫があって、そこから乗りかえて小さ

事業につきましても交付金が可能ということ

いバスで陸別まで走るだとかというようなこ

になったものですから、この住宅について

とが何年かかけて可能なのかどうか。

は、改修するときには町が直接工事費で改修
を行うと。

そうすれば、池北３町というか、池北４町
というか、そこのところの負担ももう少し減

ただし、管理につきましては、委託も検討

るのではないのかなと勝手な想像をしたので
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すけれども。
○議長（吉田敏男君）

年度で後継となるかというのはちょっと微妙
答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

なところですが、おおむねいい感触を受けて

お答えいたしま

す。

いるのですが、それで、２９年度にふれあい
のほうで建設をすると。そこに国の補助、道

今は帯広から陸別まで走っておりますが、

の補助、町の補助金が入って、ふれあいで

乗車人口が多い部分というのは、やはり市街

やっている障害者のための就労支援施設が移

地部分に近いほうでございまして、いわば採

るというような形で考えておりまして、この

算が取りやすい部分と採算の取りにくい部分

土地は、既に土地開発基金で財務省から既に

を切り離すということになりますので、その

買っているものを町で今回買いかえをしまし

辺は経営上どうなのかというのは、相当なシ

て、過疎債の対象にするというような手続の

ミュレーションをしてみないとわかりません

ものでございます。

ので、それが果たして町の補助金の低減につ

以上でございます。

ながるか、経営という部分では難しい部分が

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

あると思いますし、その辺のことも考えられ

他に、民生費、質疑はございませんか。

て、現在のこの帯広－陸別線という姿がある

（「なし」と呼ぶ者あり）

ものと御理解いただきたいと思います。

○議長（吉田敏男君）

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

す。
他に、質疑はござい

ませんか。

２８ページから３２ページ、第４款衛生
費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、次にまい

ります。

○議長（吉田敏男君）

それでは、次にまい

ります。

２２ページから２８ページまで、第３款民
生費、質疑はございませんか。

３２ページから３６ページ、第６款農林水
産業費。

７番田利正文君。
○７番（田利正文君）

では、次にまいりま

４番木村議員。
２３ページの公有財

○４番（木村明雄君）

これは農林水産業

産購入費のところ、ちょっと補足説明をお願

費、ここで豆類の選別機のこの導入補助事業

いできますか。

についてちょっとお伺いをしたいと思いま

説明資料にも載っていますけれども。
○議長（吉田敏男君）

す。

福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君）

○議長（吉田敏男君）

これは、総合計

経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君）

経済課長です。

画でも概略は御説明している部分ではござい

お答えいたします。

ますが、就労支援Ｂ型の施設を、今、旧東町

この機械の導入につきましては、平成２８

のほうでふれあいでやられていると。

年度の地域づくり総合交付金事業、これ道の

それが古くなってとか耐震とかの問題もあ

補助金なのですけれども、そこでの申請を

り、あと手狭になっているということで、場

行って豆類、今、いろいろな豆類があるので

所としましては、むすびれっじの東側のとこ

すけれども、今、農協さんのほうで人力によ

ろで、区画整理事業できちんとした区画に

る仕分けをしています。

なったところでパーマ屋さんがあって、一般

そうすると、いろいろな細かい傷だとか、

住宅があってそのもう一つ南側なのですが、

ちょっと腐敗というか、ほんのちょっと偏っ

そこで国の補助を、今、申請をしていまし

たもの、そういったものがいろいろと混ざり

て、２８年度の補正になるか、もしくは２９

込んだりしているので、製品の品質上、若干
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低下するということから、この豆類の特徴認

だけの予算を見ていたのだけれども、地域お

識識別機を導入することによって、これはＬ

こし協力隊の人が来なかったのか、それとも

ＥＤでなのですけれども、ＬＥＤで光を当て

事業がなくなったのか、その辺のちょっと説

て機械で選定していくと。

明をお願いいたします。

そうすることによって、より細かい傷だと
か、そういったことを機械が認識して品質の
向上につながるということであります。

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）

経済課長です。

お答えいたします。

これにつきましては、足寄町で申請して農
協に間接補助という形で行っている事業であ
ります。

この地域おこし協力隊につきましては、６
月補正で計上させていただきました。
すぐに応募を開始したのですけれども、な

以上です。

かなか該当者がいなくて、１０月の中旬ごろ

○議長（吉田敏男君）

４番木村明雄君。

に応募が１世帯というか１件ありまして、面

○４番（木村明雄君）

もうちょっと詳しく

接をいたしまして、１１月１日から採用とい

聞きたいわけなのですけれども、今までは職

う形になって６、７、８、９、１０の５カ月

人さんが手よりをして、そしてやってきたと

分ですか、その分の費用が減額になったとい

いうことなわけなのですけれども、これどう

うことで減額補正させていただいて、今現在

なのかな。

はきちんと従事して協力隊としての職務を

大豆だとか、小豆、大正、それから手亡
と、いろいろな豆類があるわけなのだけれど
も、これレーンごとに何基かそろえておいて

担っていっております。
以上です。
○議長（吉田敏男君）

いいですか。

一気にやるのか、それともそれが終わったら

他に、農林水産業費、ございますか。

違った形の中で、例えば、今、大豆が終わっ

１２番井脇議員。

たら今度は小豆だよというふうになるのか、

○１２番（井脇昌美君）

その辺ちょっとお伺いしたいと思います。

昨日の一般質問にちょっと８番議員さんから

○議長（吉田敏男君）

触れておりましたドローンのことで、この一

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）

ちょっとこれは、

若干ちょっと説

式ということで、ドローンのいわば技術とい

明不足であったのですけれども、今、木村議

うのは、もうここ２、３年で著しく性能化も

員の仰せのとおり、豆類ごとということで、

図られているわけですよね。

例えば、インゲン類については劣皮、裂けた

それで、この６０万円、私どもこのドロー

りしている部分ということだとか、あとは、

ンというのは、いろいろな人から広域的に山

大豆でいけばちょっと汚れたりとか、そう

林の被害状況等々も含めてちょっとお聞きし

いったもの、いわゆる豆類ごとで機械を通し

ていたのですけれども、この高度、いわばこ

ていくということの作業になります。

のドローンの高度、それから飛行時間、それ

以上です。
○議長（吉田敏男君）

から設置されている、例えば、ＧＰＳを記載
よろしいですか。

しているだとか、赤外線をしているのか、

他に、農林水産業費、ございませんか。

ちょっとその辺の概略だけでも、ちょっとど

１１番髙橋秀樹君。

のようなドローンなのかちょっと聞きたいの

○１１番（髙橋秀樹君）

第３ですか。

ですけれども。

農林振興費の中の６次産業推進事業の中で

○議長（吉田敏男君）

経済課長、答弁。

地域おこし協力隊、マイナス２９２万２,０

○経済課長（村田善映君）

００円というふうになっているのですが、こ

す。

れは、たしか地域おこし協力隊のためにこれ

お答えいたしま

まず、飛行高度なのですけれども、飛行高
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度については、たしか去年だと思うのですけ

のだったら足寄へ来いよと。場所はたくさん

れども、いろいろなところでドローンが飛ば

あるのだから、無償だったら場所はもう大樹

して危ないということもありまして、規制さ

に負けないだけの立地条件のいい、災害の大

れていまして、一般的には１５０メートル以

変なこうむったところあるからと。

上ですか、それの上空については飛ばしては
いけないよということであります。

その組合長が、今、人脈を通してその人と
知り合いなものですから、来年の３月ごろま

今回のこの機種を購入する部分について

でやっているのですけれども、機会あったら

は、時間的に一つのバッテリーで２５分から

こっちのほうにもということはお願いしてい

３０分もつ内容になっております。

るのですけれども、無償だったらですね。

あと、性能についてなのですけれども、カ
メラも搭載されております。

それで、その機械は２００万円ぐらいする
のです。

そのカメラについては、済みません、
ちょっとカタログがなくて申しわけないので

赤外線も、今、年明けに赤外線カメラもそ
こへ設置して。

すけれども、一般的な撮影ができるというこ

赤外線カメラといったら、野生のいわば夜

とで、ちょっとＧＰＳ機能まで搭載されてい

間の行動を、北海道でいえばエゾシカだとか

るかということについては、ちょっとまだ申

熊だとか、冬期間に入ると熊の活動は落ちま

しわけないですけれども、ちょっと情報不足

すけれども、内地だったら猪だとか、野生ザ

だということで、済みません。

ルを岐阜県の大垣市に支店を設けてかなり効

○議長（吉田敏男君）

果を得ているらしいです。

１２番井脇議員。

○１２番（井脇昌美君）

決して、私、この

やっぱり２００万円ちょっと超えるらしい

導入を否定しているわけではないのですよ。

のですけれども、そうすると、非常に高性能

というのは、せっかくここまでやっぱり災

のすばらしい至れり尽くせりの飛行時間も長

害、ことしなんかはいい例で農地だとか山林
も災害した大きな被害を得たと。

いと。
なぜ触れたかということをいうと、これが

それから、この金額が安い高いではなく

もう一番の大きな問題点なのですけれども、

て、いわば性能の効率を求めて、一つのこれ

２０分から、課長は２５分から、大体その辺

はちょっとインターネットであれしたやつは

は時間的な気象条件によってかわるわけです

１２０万円、これは業務用としています。業

から、それは理解はするのですけれども、片

務用。では、６０万円というのは業務用に値

道大体このキャリオ技研で時速４０キロから

しないのかと、我々そういう理解もする。そ

４５キロですと。だから、これも時速はある

うではないと思うのです。

はずですから。

ただ、そこで、私もちょっと時間あって副

高度１５０メートルと言いましたけれど

町長ともちょっと雑談的に話ししたこと、

も、１５０メートルを超えたら、これ国交省

今、名古屋からキャリオ技研というのが来て

の許可がいるわけですから、ただ単に飛ばせ

いるのですよ。

るものではないですから。

これは、国交省から３億２,０００万円ぐ

だから、国交省の高度が１５０を超えると

らいの補助をもらって、今、大樹町で盛んに

国交省の許可を得なかったら、これ違法飛行

飛ばしているのです。

になるものですから。それで、今、そういう

それは何かといったら、今、目的を有害駆

ことで話ししているのですけれども、２５分

除ということで国の補助をもらっているもの

から３０分と言ったら、課長、飛ばして七、

だから、その使用料は請求できない。無償で

八分かかって、実際、現地のあれをキャッ

やっているわけです。だから、いや、そんな

チ、映すと、これ帰ってくる時間も含まない
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とだめですからね。それこそ、飛ばしたきり

○経済課長（村田善映君

ドロンしちゃったらどうもならないですか

す。

ら、ドローンが。ちょっとユーモア的に言っ
ただけですけれども。

お答えいたしま

時間を取っていただきまして、ありがとう
ございます。

やっぱり往復１５分から２０分近くかかる

今回購入するドローンにつきましては、３

のです、飛行時間が。そうしたら、実質そち

０万円の機械を２台ということで６０万円の

らの現地の実態というのを映すのに、５分

計上とさせていただいております。

か、時には長くても１０分しか映せないので
す。

それで、今回購入する機械につきまして
は、まず台風だとか、そういった被害があっ

これ、理解できますよね。

たときに飛行をする、今回の導入する機械な

こっちから課長が操縦して、ぶーんとやっ

のですけれども、飛行時間が、先ほど言った

て飛ばして七、八分かかって、向こうで七、

ように、２５分から３０分で、直線距離にし

八分撮って帰ってこなければだめですから。

たら２キロということもあって、あと、先ほ

落下してしまいますから。

どちょっとＧＰＳ話ししたのですけれども、

それで、このバッテリーというのですね、
バッテリーの時間がそれしかつかないはずな

基本的に自分で帰ってくる機能がついている
ので、間違いなくＧＰＳはついています。

のですけれども、せっかくだったらもう

ということで、あとは緊急時につきまして

ちょっと、このことを否定するものでないで

も、仮に電波が届かなくなっても自動で離発

すけれども、業務用のいいものを。

着というか、飛んだところにまた戻ってくる

足寄なんかは特に農地の問題だとか、災害

と、そういう機能もついております。

として。それから森林の大きな風倒の問題だ

そういった観点から、うちのほうの小班を

とか、人力はなかなか行けないところも俊敏

含めての部分での被害だとか、そういったこ

に調査できるわけですから、今後もし導入す

とを調査したり、それと同時に２台というの

ることがあったら、そんなことも含めて安物

は広い範囲ですので分散して使用したり、中

買いではなくて、ことごとくこのドローンの

にはそういうことでの被害があった場合、道

今までの反省点はバッテリーの小ささで、い

路だとか農地、河川、こういったところも平

わば時間ですね。

行して兼ね合わせて撮影できるような形で、

時間が全然思うようにいかなかったという

あくまでも緊急時の対応ということもある

のが、大きな欠点がもう長い間の懸案なので

し、状況確認ということもあるので、そのた

すけれども、これが何か３０分ぐらい今の機

めに、そこまで業務用という観点ではなく、

械はまた映せるらしいですけれども、その辺

初級者というか、ある程度の方でも操縦でき

もちょっとあれしてほしかったなと思ったの

るようなドローンと。

ですけれども。

あとは、このドローンの購入に当たっては

○議長（吉田敏男君）

ここで、暫時休憩を

いたします。

森林管理所、あと、道の出先機関でありま
す、森林室、これも同様の機械を購入してい

ちょっと休憩してしまいます。

ることと、それが使いやすいよということで

１１時１０分まで休憩をいたします。

推奨を受けているということで、今回このド

午前１０時５５分

休憩

午前１１時０９分

再開

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。
答弁、経済課長。

休憩を閉じ、会議を

ローンを購入する経過となっております。
以上です。
○議長（吉田敏男君）
○１２番（井脇昌美君）

１２番井脇議員。
わかりました。

私は森林室の人の意見を聞いたのですよ、
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実は。いや、失敗したと。

す。

私はね、無駄金を使えというのではなく

あくまでも、これは今回補正している部分

て、北海林友さんも実は入れているのです。

については、中小企業者が災害等で被災を受

そして、無駄金を使えではなくて、やっぱ

けた部分に対する増額分ということで計上し

りせっかく行政がもう責任を持って住民の土
地、森林をやっぱり町有財産を守っているわ
けですから、無駄遣いをすれというのではな
いけれども、やはりもう少ししっかりしたい
いものを。

ております。
件数については、今のところ三、四件ぐら
いというふうに聞いております。
以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

ただ、そこの中には資格取得も必要になっ

よろしいですか。

他に、ございませんか。

てくると思います。だから、今、ドローンは

（「なし」と呼ぶ者あり）

趣味という失礼なものではないけれども、そ

○議長（吉田敏男君）

の世界だと思います。若干ぱぱぱというね。

ら４０ページ、第８款土木費、質疑はござい

必ず資格を取得して時間の長い高度の１５
０メーター以上の高さを飛ぶには、敏速に飛

次に、３６ページか

ませんか。
１番熊澤議員。

ばすには、大樹でやっているのもそうなので

○１番（熊澤芳潔君）

すけれども、時速４０キロと言いますから相

理費の第１５節の道路街路灯等のＬＥＤ化事

当速いのです。

業の３,４００万円の減額についてお聞きを

それで資格取得はやっぱり持っているので

３９ページの道路管

いたします。

す。そういうような、何とかあれしていいも

それで、事前にちょっとお聞きをします

のを今後、次回からあれするときに、これは

が、例えば、この事業につきましては事業費

もう絶対これからは必需品ですから、こうい

が出なくなったことと、今後においては町単

うものは。ですから、何とかこれを機によく

独で事業を進めなければならないというよう

調べていただいて、森林管理局だけではなく

なお話をお聞きしたのですけれども、そこで

て、いろいろな広域的な中で導入してきてい

お聞きしたいのは、町単独だということで進

ますから、導入のほうをお願いいたしたいと

めるとなれば、現在、今後においてどのぐら

いうことをお願いして、私の質問を終わりま

いの進捗率なのか、それから費用はどのくら

す。

い見込まれるのか。

○議長（吉田敏男君）

他に、農林水産業

費、質疑はございませんか。

れ見たのですけれども、道路管理費の中で３

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

億１,４００万円ですか、こういったことの

それでは、次にまい

ります。

金額があるのですけれども、この金額の中に
ももちろん入っているかと思うのですけれど

３６ページ、第７款商工費、質疑はござい
ませんか。

も、その点について、３点についてお伺いし
たいと思います。

７番田利議員。
○７番（田利正文君）

それと、総合計画の中でちょっと、私、こ

○議長（吉田敏男君）
３７ページの貸付金

のところですけれども、中小業者、あるいは

答弁、建設課長。

○建設課長（阿部智一君）

お答えをいたし

ます。

自営業者の方から、要望がかなり寄せられて

まず、今回の減額につきましては、議員の

いるというふうにとっていいのでしょうか。

質問の中にも触れておりましたとおり、当初

○議長（吉田敏男君）

予定をしておりました交付金の配当が極めて

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）

お答えいたしま

少額の配当になったということから、３,４
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００万円近い減額をさせていただくことにな

でＬＥＤ化を進めてまいりたいと、そのよう

りました。

に考えているところでございます。

現在、市街地、郊外含めて本町に１,５１

以上でございます。

３棟ほどの道路照明、これ防犯灯も含めてで

○議長（吉田敏男君）

１番熊澤議員。

ございますが、２７年度末で、そのうち６７

○１番（熊澤芳潔君）

わかりました。

９棟ＬＥＤ化を実施をさせていただいており
ます。

そこで、ちょっとお示しをしたいのですけ
れども、行政が進めているのかどうかちょっ

本年、平成２８年につきましては、６５棟

とわかりませんけれども、町村によっては街

のＬＥＤ化を実施する計画で、既に工事等も

路灯パートナー事業ということで進めている

発注をしてございます。

町村もありますよと。

引き算いたしますと、残りが７６９棟とい

これはどういうことかというと、民間の資

うことになるわけでございますが、議員の質

金を活用して街路灯の持続可能な管理を行う

問にもありましたとおり、２９年度以降につ

とともに、企業の地域の場として活用をいた

きましては、２８年度まで活用させていただ

だくための街路事業を進めていると。

きました交付金につきましては、土地区画整

これは、要するに企業名だとか、団体名だ

理事業を基幹事業とする中での効果促進事業

とか、それから店舗の、それからブログ等、

という枠組で交付金を配分をいただいたわけ

それから規模によっては電話番号をつけると

ですが、御案内のとおり、区画整理事業の

か、そういった街路灯にそういったものをつ

ハード事業が終了をして基幹事業が消滅をし

けている事業を進めている町村もあると聞く

たということで、当然、基幹事業がなくなっ

ものですから、そういったことについては、

たのに関連事業というのもおかしいだろう

どのような形で進められておられるのかお聞

と。当然そういうことで２８年の交付金も減

きしたいと思います。

額され、２９年度以降については当然該当し

○議長（吉田敏男君）

ないということで、そのほかの交付金等々、

○建設課長（阿部智一君）

該当するものはないかということでいろいろ

ます。

答弁、建設課長。
お答えをいたし

探してはいたのですが、町が事業主体となっ

本町におきましても、今、議員お話しのと

てのこのＬＥＤ化に係る国、あるいは道から

おり、民間資金を活用した上でのＬＥＤ化と

の補助制度というものが現状ないものですか

いう部分の話も実はお話があって、実は検討

ら、今後につきましては、町の単独事業の中

した経緯はあるのですが、いずれにしても本

で残りの約７７０棟についてＬＥＤ化を図っ

町の場合は、いわゆる防犯灯も、道路照明も

ていかざるを得ないということでございま

全て街路灯というくくりの中で町が管理をし

す。

ているという、そういう実態もありまして、

先般の第６次の総合計画の中でも、当初は

なかなか民間資金を活用した内容というの

交付金を充てがった中での進捗を考えておっ

が、どうもちょっと本町にはなじまないとい

たわけですけれども、現状そういう状況に

う、そういうことでそこの部分については見

なったものですから、限られた財政の中で若

送ったと、そういう経過でございます。

干整備事業費を減額をした中で、残りの７７

以上でございます。

０棟近くのＬＥＤ化を図っていきたい、その

○議長（吉田敏男君）

１番熊澤議員。

ように考えているところでございますし、年

○１番（熊澤芳潔君）

中身はちょっとわか

度計画等々につきましては、総合計画の中で

ります。

お示しをさせていただいているところでござ

それで、少しでも経費の節約、また町の活

いますけれども、基本的にはそれに沿った形

性化も含めてそういった事業も進めている町
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もございますので、ぜひ改めてまた検討して

しかし、中身なのですけれども、中身で

いただければありがたいなという気がいたし

ちょっとわからないところが二、三あるので

ます。

お願いします。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

まず、私、最初、被災を受けたのがうらら
他に、土木費、ござ

いませんか。

んでいるグループホームのうららかさんが被

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

かさんですよね。これ認知症のお年寄りが住
災をされて一時避難をされました。

それでは、次にまい

ります。

そして、その建物を再度これ利用するとい
う部分、私、新築移転かなと思っていたので

４０ページから４２ページ、第９款消防
費、質疑はございませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

次にまいります。

費、質疑はございませんか。

お答えいたしま

す。
新築のほうも当然考えたわけですが、今現

（「なし」と呼ぶ者あり）

在、もとの共生型のホームに痴呆性高齢者の

次にまいります。

方が災害地から移っていると。

４８ページから５０ページ、第１１款災害
復旧費、質疑はございませんか。

そこからまた移動することも非常に入居者
にとっても、また、スタッフにとっても非常

９番髙橋議員。
○９番（髙橋健一君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君）

４２ページから４８ページ、第１０款教育

○議長（吉田敏男君）

すけれども、その辺にまず一つお願いしま

に精神的にもかなりなものがあると。
第１１款の５０ペー

ジですね。

それと、あと、新設ですとまだ土地の確
保、当然、単費だけではできませんので、国

５１ページの民生施設災害復旧費のところ
です。

との補助金をいただくための基本設計なり実
施設計、補助要望等を行って申請をするのに

補助金、介護施設等災害復旧補助金のとこ
ろです。

時間を要しまして、最速でも、多分、２９年
の秋もしくは２年度越してしまうのではない

説明資料は、最後ですね、これ。１８１
ページ、最後の部分になります。

かと。その部分で、この補助金にもありまし
たけれども、原資補填ということでスタッフ

そこで二、三質問をしたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。

の方々も、ある程度そのまま働いていただい
ています。

補正で計上されている額が３,２９７万２,

なのですが、グループホームとしての入居

０００円。これは、台風のときに被害を受け

者の収入というのは、普通９人のところを、

たママサポートさんへの補助金だと思うので

今、６人の収入しかなくて、あと、共生型の

すけれども、本当にママサポートさん、大変

ほうでも、グループホームに入られている方

な被害を受けて、本当に足寄町に介護の部分

がぽのぽのに行ったことで共生型に入られて

で非常に貢献度が高い施設だったので、どう

いる方が違うところに一時住まいすることに

なるかと思っていましたけれども、これだけ

よって収入減になっていると。

の補正がされたので、これからのママサポー

これの収入減が、２８年度でいえば原資補

トさん、元気が出てきちんとまた介護の分野

填の部分で、今回の補助金の中にもあります

で活躍してくれるものと信じております。つ

けれども１,０００万円あると。

まり額について言っているわけではない。私
は本当に適正な補正だと思っています。

それが、新たな新設をすると１年おくれ、
２年おくれになると、その原資補填というの
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が１年間で１,７００万円ぐらい出てしまう

いう認識でいいのでしょうか。

という部分で、なるべく早くやらなくてはい

○議長（吉田敏男君）

けないという部分と、居場所が、仮住まいの

○福祉課長（丸山晃徳君）

答弁、福祉課長。
福祉課長です。

方が、なるべく早くついの住み家まではいか

お答えさせていただきます。

ないですけれども、ある程度、仮住まいでも

済みません、説明が不十分で。

落ち着いたところで生きるという部分で考え

全くそのとおりでございまして、今、もと

ると、あと、やはり旭町、ここで住みたいと

の共生型のところにグループホームの方が入

いう方が非常に多いと、スタッフの方も利用

られていると。

者の方も。

言い方がふさわしいかどうか、追い出され

なるべく移動がなく、そして安定できる入

た、玉突きで出された方は、今、髙橋議員さ

居者、スタッフの方の状態を保つには早急な

ん言われたように、公営住宅に３人の方がい

改修が望ましいということで、そのように判

て、ちょっとまだ余裕があったので、もとも

断したところでございます。

とのぽのぽのに住んでいた方も３人はそのま

以上でございます。

ま住まわれている方もいます。

○議長（吉田敏男君）

９番髙橋議員。

あと、長屋に行かれた方もいるし、老健の

○９番（髙橋健一君）

ありがとうございま

した。

ほうに入られた方、また、町外に出られた方
もいて、そのぽのぽのにいた方が違う場所に

ということは、今まであったうららかさん
と、これを見ますとママサポートえぷろんさ

いるので、建物としては交換をして、旧ぽの
ぽのをグループホームに転換すると。

んの中にあった、いわゆるテラスハウスです

そして、被災のあったグループホームのう

か、ぽのぽの共生型自立支援ハウスですね。

ららかを共生型施設として、もともとぽのぽ

障害者も高齢者も一緒になって住まわれて

のにいられた方、障害の方ですとか、支援の

いる。

手間が低い方が、ぽのぽのに改修後に入って

そして、その方が私ども前々回ですかね、

いただくというような形で考えております。

一般質問させてもらったのですけれども、玉

そして、ちなみに、今回グループホームと

突き状態になって高齢者のうららかの高齢

して新たに整備する部分というのは、補助

者、認知症の方が移ることによってはみ出て

上、共生型の位置づけの建物でもともとあり

しまったのですよね。

ますので、共生型の機能は残してグループ

そこで、町の方が福祉課ですかね、一生懸

ホームとしての７部屋、８部屋を残して、共

命頑張ってくれて公営住宅に入れてもらって

生型として１部屋を残して、グループホーム

いると。

がメーンではありますけれども、共生型の機

だから、一つの公営住宅に３人ぐらい入っ

能を残すと。

ていると思われるのですけれども、その人た

そして、新たな被災した部分は床や壁等全

ちの大変な生活もかえていかなければいけな

面きれいにして、共生型としての再スタート

いということでかえられると思うのですね。

を考えているところでございます。

ということは、うららかさんとぽのぽのさ
んを入れかえるということですね。
では、うららかさんの建物はそのまま残る
ということなのですよね。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

９番髙橋議員。

○９番（髙橋健一君）

よくわかりました。

そうすると、ママサポートえぷろんさんは

それをかえてぽのぽのさんの人たちを、下

昔の機能に戻るという認識でいいのですね。

のほうに移してちょっと高台にあるぽのぽの

それから、もう一つちょっと気になったの

さんのところにうららかさんが入ると、そう

は、グループホーム、建物及び土地の取得に
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対して補助を行うというのですけれども、こ

○福祉課長（丸山晃徳君）

の建物、土地はママサポートえぷろんさんの

といいますか、改修の関係では、やはりＮＰ

所有物ではなかったのですかね。

Ｏさん、理事長等含め、この場所でまた続け

その説明です。
○議長（吉田敏男君）

今回の建てかえ

るのはやはり不安だなと。
答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君）

特に、痴呆性高齢者の方が戻ってきてまた

答弁させていた

だきます。

住んでいただくというのは、逃げる、精神的
にも不安定になりますし、新たな被害、避難

整備は平成１３年ころで、もともと民間住
宅であった普通の２階建ての建物を貸してい

所に連れていっても大変だということで、ま
ず痴呆性高齢者の方は無理だろうと。

ただいて、国の補助等をいただいて改修をし

そこで、ぽのぽのにいらっしゃる方で障害

たというところで、土地も建物も一般の方の

の軽い方ですとか、介護の手間の低い方でし

所有でございまして、これまでは、聞いたと

たら何とかなるかなと。

ころによりますと、ＮＰＯのほうでもいつか

そこで、今回も手前みそですけれども、適

買いたいと。自分のものとして持続可能な施

切な避難というのはできていたのかと、高齢

設運営をしたいというところでいわれていた

者の福祉施設としては。

のですけれども、所有者の方が高齢になって

そこで、さらにもう一歩踏み込んで福祉課

相続の予定者になるお子さん方も４人ぐらい

として、理事長、もしやっていただけるの

いらっしゃって、そことの調整とかというの

だったら、福祉課としてもとにかくここの施

も、もうちょっと待ってやというふうな形で

設にいる方は守りますよと。その施設の職員

言われていたところで、ずっと賃貸で借りて

が避難の誘導できなければ福祉課でまずやり

いたそうです。

ますからというような形で、本当にしてくれ

ここで、この際、きちんとＮＰＯのほうで

るのということもあるのですけれども、そこ

取得していただいて、安定した運営、地に着

ら辺は信頼関係もありますし、早目の避難と

いた運営をしていただくような形ということ

いうのは、今後も必要になりますからという

で、町のほうで今回支援すると考えていま

ことで理解をしていただくと。

す。

その部分ではそうですし、町長とかから

以上でございます。

もっと大きな話で帯広開発建設部とか、そう

○議長（吉田敏男君）

９番髙橋議員。

いう部分で、また別途堤防かさ上げもしくは

○９番（髙橋健一君）

ありがとうございま

川底すくいとか、そういう部分のやつもちゃ

す。

んと進めるからというお話もいただいていま

これで謎が解けました。

して、すぐにできるかできないかという部分

しかし、やはり問題は８月の災害のところ

はあるかもしれませんけれども、ＮＰＯのほ

に戻るのですよね。

うとはそういうような形で理解をしていただ

やはり、うららかさんの建物がそのまま、
人がかわるとはいえ、そのままの建物として

いたというところでございます。
以上です。

あの場所に残るわけですから、やはり旭町の

○議長（吉田敏男君）

９番髙橋議員。

町民を含めて、やはりこれからの連絡網の徹

○９番（髙橋健一君）

わかりました。

底とか、やはり災害が起こらないような対
策、そういうものをもう一度ここで確認した
いのですけれども、説明をよろしくお願いし
ます。
○議長（吉田敏男君）

何かのときには、福祉課全員総動員でよろ
しくお願いします。
どうもありがとうございました。
○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

か。
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他に、ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

次に、５０ページか

したがって、議案第１２９号平成２８年度

ら５２ページ、第１３款職員費、質疑はござ

足寄町一般会計補正予算（第９号）の件は、

いませんか。

原案のとおり可決されました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

６９ページをお開きください。

歳出総括ございませ

んか。

これから、議案第１３０号平成２８年度足
寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１０ページにお戻りください。

３号）の件の質疑を行います。

歳入に入ります。

７６ページから８７ページ、歳入歳出一括

１０ページから１７ページ、歳入一括で行
います。

で行います。
質疑はございませんか。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

歳入総括ございませ

総括ございません

か。

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

５ページにお戻りく

ださい。

これで質疑を終わり

ます。
これから討論を行います。

第２表繰越明許費３件、質疑はございませ

討論はございませんか。

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

次に、第３表地方債

補正、変更３件、質疑はございませんか。

これから、議案第１３０号平成２８年度足

全体に対する総括ご

ざいませんか。

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
３号）の件を採決をします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

す。
これで討論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

この表決は、起立によって行います。

これで質疑を終わり

ます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

これから、討論を行います。

（賛成者

討論はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

起立）
全員の起立です。

したがって、議案第１３０号平成２８年度

討論なしと認めま

す。

足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算
（第３号）の件は、原案のとおり可決されま

これで討論を終わります。

した。

これから、議案第１２９号平成２８年度足
寄町一般会計補正予算（第９号）の件を採決
をします。

８９ページをお開きください。
これから、議案第１３１号平成２８年度足
寄町簡易水道特別会計補正予算（第２号）の

この表決は、起立によって行います。

件の質疑を行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者

９４ページ、歳入歳出一括で行います。
質疑はございませんか。

起立）

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（吉田敏男君）

総括ございません

か。

ます。
これから討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論はございませんか。

これで質疑を終わり

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これから討論を行います。

す。

討論はございませんか。

これで討論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

これから、議案第１３２号平成２８年度足

討論なしと認めま

す。

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第３
号）の件を採決をします。

これで討論を終わります。

この表決は、起立によって行います。

これから、議案第１３１号平成２８年度足

本件は、原案のとおり決定することに賛成

寄町簡易水道特別会計補正予算（第２号）の

の方は起立願います。

件を採決をいたします。

（賛成者

この表決は、起立によって行います。

○議長（吉田敏男君）

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者
○議長（吉田敏男君）

起立）
全員の起立です。

したがって、議案第１３２号平成２８年度
足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

起立）

３号）の件は、原案のとおり可決されまし

全員の起立です。

た。

したがって、議案第１３１号平成２８年度
足寄町簡易水道特別会計補正予算（第２号）
の件は、原案のとおり可決されました。

１２３ページをお開きください。
これから、議案第１３３号平成２８年度足
寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

１０３ページをお開きください。

事業特別会計補正予算（第２号）の件の質疑

これから、議案第１３２号平成２８年度足

を行います。

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

１２８ページ、歳入歳出一括で行います。

号）の件の質疑を行います。

質疑はございませんか。

１１０ページから１１５ページ、歳入歳出
一括で行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑はございませんか。

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

１０５ページにお戻

りください。

○議長（吉田敏男君）

これで質疑を終わり

ます。

第２表繰越明許費１件、質疑はございませ
んか。

これから討論を行います。
討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

第３表地方債補正、

変更１件、質疑はございませんか。

討論なしと認めま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

これで討論を終わります。

総括ございません

か。

これから、議案第１３３号平成２８年度足
寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

事業特別会計補正予算（第２号）の件を採決

これで質疑を終わり

をします。
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この表決は、起立によって行います。

寄町上水道事業会計補正予算（第３号）の件

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の質疑を行います。

の方は起立願います。
（賛成者
○議長（吉田敏男君）

１５０ページから１５３ページ、収益的収
起立）

入及び支出一括で行います。

全員の起立です。

質疑はございませんか。

したがって、議案第１３３号平成２８年度

（「なし」と呼ぶ者あり）

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

○議長（吉田敏男君）

理事業特別会計補正予算（第２号）の件は、

か。

原案のとおり可決されました。

総括ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

１３１ページをお開きください。

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第１３４号平成２８年度足

ます。

これで質疑を終わり

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

これから討論を行います。

３号）の件の質疑を行います。

討論はございませんか。

１３６ページから１３９ページ、歳入歳出
一括で行います。

○議長（吉田敏男君）

質疑はございませんか。

討論なしと認めま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これで討論を終わります。

総括ございません

か。

これから、議案第１３５号平成２８年度足
寄町上水道事業会計補正予算（第３号）の件

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

を採決をします。

これで質疑を終わり

ます。

この表決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成

これから討論を行います。

の方は起立願います。

討論はございませんか。

（賛成者

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

起立）
全員の起立です。

したがって、議案第１３５号平成２８年度
足寄町上水道事業会計補正予算（第３号）の

これで討論を終わります。

件は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第１３４号平成２８年度足
寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
３号）の件を採決をします。

この際、報告をいたします。
町長から提出議案中、お手元に配付の正誤
表のとおり訂正したい旨、文書をもって議長

この表決は、起立によって行います。

宛てに申し出がありましたので、本件につき

本件は、原案のとおり決定することに賛成

ましては、さよう訂正することに御了承をお

の方は起立願います。
（賛成者
○議長（吉田敏男君）

願いをいたします。
起立）

１５９ページをお開きください。

全員の起立です。

これから、議案第１３６号平成２８年度足

したがって、議案第１３４号平成２８年度
足寄町介護サービス事業特別会計補正予算
（第３号）の件は、原案のとおり可決されま
した。

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第
１号）の件の質疑を行います。
１６２ページから１６５ページ、収益的収
入及び支出一括で行います。

１４７ページをお開きください。

質疑はございませんか。

これから、議案第１３５号平成２８年度足
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

総括ございません

か。

平成２８年度補正予算については即決で審議
いたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次に、意見書案第５号から意見書案第１１

これで質疑を終わり

ます。

号までを即決で審議いたします。
次に、総務産業常任委員会・文教厚生常任

これから討論を行います。

委員会からの所管事務調査期限の延期につい

討論はございませんか。

て、広報広聴常任委員会・議会運営委員会か

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

らの閉会中継続調査申出書について審議いた

討論なしと認めま

します。

す。

以上で、本定例会における議案等の審議

これで討論を終わります。

は、本日をもって全て終了する予定でありま

これから、議案第１３６号平成２８年度足

す。

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第
１号）の件を採決をします。

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

この表決は、起立によって行います。

これにて、委員長の

報告を終わります。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者
○議長（吉田敏男君）

◎

議事日程追加

起立）

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

たします。

ここで、お諮りをい

したがって、議案第１３６号平成２８年度

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり日

（第１号）の件は、原案のとおり可決されま

程に追加し、審議することにしたいと思いま

した。

す。

ここで暫時休憩をいたします。

これに御異議ございませんか。

１時再開といたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

休憩中に議会運営委員会を開催をお願いを
いたします。

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
午前１１時５０分

休憩

したがって、追加議事日程のとおり日程に

午後

再開

追加し、審議することに決定をいたしまし

○議長（吉田敏男君）

１時００分

休憩を閉じ、会議を

た。

再開をいたします。
◎
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

追加日程第１

行政

報告を行います。
町長から行政報告の申し出がありました。

榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君）

行政報告

これを許します。
た

町長

安久津勝彦君。

だいま開催されました、議会運営委員会の協

○町長（安久津勝彦君）

議の結果を報告します。

ただきましたので、追加の行政報告を申し上

これより、本日の日程に追加し、最初に町
長の行政報告を受けます。

議長のお許しをい

げます。
過日、ＪＡあしょろからことしの農作物の

次に、議案第１３７号と議案第１３８号、

生産状況について報告がありましたので、御
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報告を申し上げます。

アール当たりの収穫は５,７８０キログラム

ことしは、５月上旬の強風被害から始ま

でしたが、ことしは収穫回避圃場も含め１０

り、６月上旬の遅霜、６月中旬から７月下旬

アール当たり２,８２０キログラムと過去最

にかけての天候不良、８月中旬からの台風被

低となりました。

害などにより、農作物の生産に大きな影響を
受けました。

その他、そ菜については、加工スイート
コーンは出荷先である日本缶詰株式会社が台

作物別の生産状況ですが、秋まき小麦は開

風の影響により受け入れできない状況とな

花時期の曇天や、７月の長雨の影響で収穫開

り、全圃場が未収穫となるなど甚大な被害を

始が平年よりも１週間以上おくれ不稔及び穂

受けました。

発芽等が懸念されましたが、収穫期間中の好

野菜についても、同じく藩種後の多雨や日

天により８月１１日までに収穫を終え、平年

照不足から期間を通して生育のおくれが見ら

策の１０アール当たり９.２９俵を確保し、

れ、たび重なる台風の被害を受け、大きく収

全量１等Ａランクの実績となっております。

量を減らす結果となりました。

豆類について、小豆は６月の遅霜、６月か

被害を受けた共済対象作物については、現

ら７月にかけての曇天、長雨による生育不良

在、十勝農業共済組合が大豆を除く作物につ

及び収穫時期の台風により被害を受けたこと

いて、年内の共済金仮渡しに向け準備を進め

により、豆類全体として３カ年の平均出荷量

ているとのことであります。

に対して６０パーセントの減となっており、

牧草につきましても、６月から７月にかけ

特に金時類については、腐敗粒等の品質低下

ての天候不良による一番草の収穫のおくれや

を招き未収穫となる畑も出るなど甚大な被害

たび重なる台風による圃場被害により収穫の

となっております。

遅延等が発生いたしました。

小豆価格については、全道的な作付減少に

飼料用トウモロコシは、同じく収穫時期の

より、需給環境が改善され、昨年より１俵当

たび重なる台風の襲来による収穫の遅延が発

たり５,７００円の増で発表相場となりまし

生し、今後の乳量への影響が懸念されており

たが、大手亡の価格については過年度産の在

ます。

庫が足かせとなり、１俵当たり１,８００円

今後におきましても、農協と情報を共有

の減での発表相場で価格は低迷し、非常に厳

し、平成２８年度台風対応産地緊急支援事業

しい結果となりました。

等を活用し、対応していきたいと思いますの

馬鈴しょについては、８月上旬の坪堀時点

で、御理解を賜りますようお願い申し上げ、

では、昨年と同程度の生育となり期待が持た

御報告といたします。

れましたが、その後のたび重なる台風によ

○議長（吉田敏男君）

り、収穫に入ることができない圃場が多くあ

終わります。

これで、行政報告を

り、収穫後半には腐敗したバレイショも増加
しましたが、出荷先の大半がコロッケ等の加

◎

議案第１３７号

工用となったことから、おおむね平年並みの

○議長（吉田敏男君）

出荷量の確保ができました。

第１３７号足寄町名誉町民の決定についての

テンサイは、５月上旬の強風による被害に

きなかったことから、北糖登熟調査による

議案

件を議題といたします。

始まり、６月から７月にかけての天候不良、
たび重なる台風の襲来により、防除作業がで

追加日程第２

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
町長

安久津勝彦君。

と、根腐発病株が８２.７パーセントとなる

○町長（安久津勝彦君）

甚大な被害状況となり、３カ年平均の１０

りました、議案第１３７号足寄町名誉町民の
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ただいま議題とな

決定につきまして、下記の者を足寄町名誉町

弘道氏を名誉町民といたしております。

民に決定いたしたく、足寄町名誉町民条例第

これまでの３名の方々につきましては、長

３条の規定により、議会の同意を求めるもの

く議会議員、さらには髙橋安蔵氏と小林弘道

でございます。

氏については、その後、首長として、町長と

提案いたします方は、住所

足寄郡足寄町

南５条４丁目１４番地、松山千春氏、昭和３
０年１２月１６日生まれでございます。

して町の発展に大きく寄与された方々３名と
いうことになっております。
そういう意味では、今回提案をさせていた

松山氏の履歴、略歴も含めてでありますけ

だきます、松山千春氏は行政とは、あるいは

れども、高等学校は昭和４９年３月に北海道

そこにかかわる議員だとか、そういう活動、

立足寄高等学校を卒業されております。

御影響はありませんけれども、従前たる民間

その後、昭和５２年１月２５日に歌手デ
ビューをいたしました。

人、民間活動を通じて足寄町に対する大変な
貢献をいただいたということで提案をさせて

歌手としてデビュー以降、ことしがちょう

いただくものでございます。

ど４０周年、４０年になりますけれども、４

どうぞ、御同意賜りますようお願い申し上

０年にわたりましてシングル盤、通算７６

げまして、提案理由の説明とさせていただき

枚、アルバム通算６２枚を発表するなど、日

ます。

本を代表するトップシンガーとして活躍され

○議長（吉田敏男君）

ており、コンサート活動やラジオ等のメディ

理由の説明を終わります。

これをもって、提案

アを通じまして足寄町の名を全国に広め、足

これから質疑を行います。

寄町の発展に多大な貢献をされた方でありま

質疑はございませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なお、松山氏の足寄町からの表彰歴であり
ますけれども、昭和５４年１１月３日には足

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

寄町功労者表彰、これは教育振興という表彰

これで質疑を終わります。

をいたしております。

これから討論を行います。

昭和６３年１０月１５日には足寄町開基８

討論はございませんか。

０周年記念表彰、さらに、平成１０年１０月

（「なし」と呼ぶ者あり）

２０日には足寄町開町９０年記念表彰、平成

○議長（吉田敏男君）

２０年１０月２０日には足寄町開町１００年

す。

討論なしと認めま

記念特別功労表彰ということで、町のほうか

これで討論を終わります。

らこの間、表彰をさせていただいておりま

これから、議案第１３７号足寄町名誉町民

す。

の決定についての件を採決をします。

また、参考までに、これまでの名誉町民の
方々のことを少し説明をさせていただきます

この表決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成

と、名誉町民の第１号といたしましては、元

の方は起立願います。

足寄町長でありました髙橋安蔵氏、平成３年

（賛成者

１１月３日に名誉町民ということとさせてい

○議長（吉田敏男君）

ただいております。

起立）
全員の起立です。

したがって、議案第１３７号足寄町名誉町

また、同じ日にち、同時ということになる
と思いますけれども、名誉町民の第２号とし

民の決定についての件は、原案のとおり同意
されました。

て多田梅松氏を名誉町民に、さらに、名誉町
民の第３号として、元町長でありました小林
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◎

議案第１３８号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第３

議案

いたした次第でございます。

第１３８号平成２８年度足寄町一般会計補正

以上で、議案第１３８号平成２８年度足寄

予算（第１０号）の件を議題といたします。

町一般会計補正予算（第１０号）の提案理由

本件について、提案理由の説明を求めま

の説明とさせていただきますので、御審議の

す。
町長

ほどをよろしくお願いをいたします。
安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

○議長（吉田敏男君）
ただいま議題とな

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

りました、議案第１３８号平成２８年度足寄

これから、議案第１３８号平成２８年度足

町一般会計補正予算（第１０号）につきまし

寄町一般会計補正予算（第１０号）の件の質

て、提案理由の御説明を申し上げます。

疑を行います。

追加補正予算つづり１ページをお願いいた
します。

６ページ、歳入歳出一括で行います。
質疑はございませんか。

議案第１３８号平成２８年度足寄町一般会

（「なし」と呼ぶ者あり）

計補正予算（第１０号）について御説明を申

○議長（吉田敏男君）

し上げます。

か。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

総括ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

００万４,０００円を追加をし、歳入歳出予

○議長（吉田敏男君）

算の総額を歳入歳出それぞれ９９億６,４０

す。

質疑なしと認めま

５万９,０００円とするものでございます。

これで質疑を終わります。

本補正予算は、議案第１３７号の名誉町民

これから討論を行います。

決定にかかわる費用について予算補正をお願

討論はございませんか。

いするものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

６ページをお願いをいたします。

○議長（吉田敏男君）

第２款総務費、第１項総務管理費、第１２

す。

討論なしと認めま

目功労者表彰費、第１節報償費におきまし

これで討論を終わります。

て、功労者等記念品といたしまして４,００

これから、議案第１３８号平成２８年度足

０円。

寄町一般会計補正予算（第１０号）の件を採

この４,０００円という計上につきまして

決をします。

は、規定の予算の執行残につきまして１６万

この表決は、起立によって行います。

円ほどあるということでございます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

これを足して、いわゆる表彰するときの盾

の方は起立願います。

といいますか、それとあわせて懸賞するため

（賛成者

のメダルといいますか、この二つを組み合わ

○議長（吉田敏男君）

せたものということでございます。

起立）
全員の起立です。

したがって、議案第１３８号平成２８年度

執行残プラス４,０００円ということで計
上をさせていただきました。

足寄町一般会計補正予算（第１０号）の件
は、原案のとおり可決されました。

次に、賞賜金といたしまして１００万円を
計上をいたしたところでございます。

◎

次に、歳入についてでありますけれども、

意見書案第５号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第４

意見

歳入につきましては１８款繰入金、第１項基

書案第５号国による子ども医療費無料制度の

金繰入金におきまして、財政調整基金繰入金

創設を求める意見書の件を議題といたしま

といたしまして１００万４,０００円を計上

す。

― 25―

本件につきましては、条例第６５条第３項

討論はございませんか。

の規定により、提案理由の説明を省略をいた
します。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これから質疑を行います。

す。

質疑はございませんか。

これで討論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

これから、意見書案第６号国民健康保険医

質疑なしと認めま

す。

療費国庫負担金の調整（減額）廃止を求める
意見書の件を採決をいたします。

これで質疑を終わります。

この表決は、起立によって行います。

これから討論を行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

討論はございませんか。

の方は起立願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（賛成者

討論なしと認めま

す。

○議長（吉田敏男君）

起立）
全員の起立です。

したがって、意見書案第６号国民健康保険

これで討論を終わります。

医療費国庫負担金の調整（減額）廃止を求め

これから、意見書案第５号国による子ども

る意見書の件は、原案のとおり可決されまし

医療費無料制度の創設を求める意見書の件を

た。

採決をします。
この表決は、起立によって行います。

◎

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者
○議長（吉田敏男君）

意見書案第７号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第６

意見

書案第７号「高額療養費」「後期高齢者の窓
起立）

口負担」の見直しに当たり、現行制度の継続

全員の起立です。

を求める意見書の件を議題といたします。

したがって、意見書案第５号国による子ど

本件につきましても、条例第６５条第３項

も医療費無料制度の創設を求める意見書の件

の規定により、提案理由の説明を省略をさせ

は、原案のとおり可決されました。

ていただきます。
これから質疑を行います。

◎

意見書案第６号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第５

質疑はございませんか。
意見

（「なし」と呼ぶ者あり）

書案第６号国民健康保険医療費国庫負担金の

○議長（吉田敏男君）

調整（減額）廃止を求める意見書の件を議題

す。

といたします。

これで質疑を終わります。

本件については、条例第６５条第３項の規
定によりまして、提案理由の説明は省略させ

これから討論を行います。
討論はございませんか。

ていただきます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これから質疑を行います。

○議長（吉田敏男君）

質疑はございませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

これで討論を終わります。

質疑なしと認めま

す。

討論なしと認めま

これから、意見書案第７号「高額療養費」
「後期高齢者の窓口負担」の見直しに当た

これで質疑を終わります。

り、現行制度の継続を求める意見書の件を採

これから討論を行います。

決をします。
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この表決は、起立によって行います。

の後に差別されたり、それから強制的な同化

本件は、原案のとおり決定することに賛成

政策がずっととられてきたという経過があり

の方は起立願います。
（賛成者
○議長（吉田敏男君）

ますよね。それ一言触れたほうがいいのでは
起立）

ないかと思ったのですね。

全員の起立です。

というのは、討論で言ったほうがいいのか

したがって、意見書案第７号「高額療養

どうかとちょっと迷ったのですけれども、私

費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しに当

が初めて十勝に来たときに、私が生まれたと

たり、現行制度の継続を求める意見書の件

ころにはアイヌの人たちいなかったのですよ

は、原案のとおり可決されました。

ね。
初めて十勝に来て、アイヌの人たちにお会

◎

意見書案第８号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第７

いして、アイヌの方が持っている家を借りて
意見

私住んだことがあるのです。そのときに、い

書案第８号「全国規模の総合的なアイヌ政策

ろいろな話もして交流したことがあるのです

の根拠となる新たな法律」の早期制定を求め

けれども、この前、中学校ですか、福島から

る意見書の件を議題といたします。

移転した中学生が放射能で汚いとか何とかと

本件につきましても、条例第６５条第３項

いじめをされたとありましたけれども、それ

の規定によりまして、提案理由の説明を省略

もすごい大変なことなのですけれども、民族

をいたします。

丸ごと差別、選別されて同化政策されてきた

これから質疑を行います。

という長い歴史がありますよね。

質疑はありませんか。

そこのところ、やっぱりちょっと触れたほ

７番田利議員。
○７番（田利正文君）

うがいいのではないかなとちょっと思ったも
下から３行目のとこ

のですから、そこに入れてもらえないかなと

ろのこれまでの歴史的経緯やとありますが、

いう思いです。

これだけではちょっと弱いのではないかなと

○議長（吉田敏男君）

いう考えがあるのですけれども、その辺につ

見はわかりました。

いてはどうでしょうか。
○議長（吉田敏男君）

７番議員の今の御意

ほかに、ありませんか。
表現が弱いという意

味ですね、今の。

１２番井脇議員。
○１２番（井脇昌美君）

これまでの審査に

若干お待ちください。

当たりまして、この政策の意見書の作成に当

文面の調整だと思います。

たり、審査はもちろんしっかりとした経過が

２番榊原議員。

あるのですけれど、意見書の提出者の意を

○２番（榊原深雪君）

お答えいたします。

しっかりと文言一つ一つが、ここに反映され

前段に詳しく説明要綱が書かれております

ているというように判断したものですから、

し、特別議運の中では、この文言に対しての

これを勝手にあまり。

御意見はございませんでした。

審査のときに文言は変更は可能ですけれ

そして、この意見書で十分伝わるかなと私

ど、ここまで十分に議論を尽くしましたか

は思って総合的に皆さんの総意で提出したわ

ら、私はあれする必要はないと思います。こ

けです。

れで立派な意見書として提出していただいて

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

結構な文面だと思います。

○７番（田利正文君）

反対するつもりでは

○議長（吉田敏男君）

ありません。

他に、質疑はござい

ませんか。

賛成なのですけれども、これまでのところ
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

これで質疑を終わり

ます。

いるわけですから、町民の意見を度外視して
簡単に、はい、いいですよというわけにはい

それでは、これから討論を行いたいと思い
ます。

かないのではないかと。
きっと、何か町民の人から聞こえてくる声

討論はございませんか。

は、あんたたち税金で食べているのだよ、生

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

活しているのだよという、そういう声が聞こ

討論なしと認めま

す。

えてきそうな気がして。その辺の説明です。
その辺の担保がなされなければ、なかなか、

これで討論を終わります。

反対はしませんけれども、なかなか賛成でき

これから、意見書案第８号「全国規模の総

るような状況にはないと思うのです。

合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法律」

そして、この年金制度というやつは一度廃

の早期制定を求める意見書の件を採決をしま

止されているのですよね。それを、まだ大し

す。

た世の中が景気よくなったわけでもないの

この表決は、起立によって行います。

に、何でまた改めてこういうのが復活してき

本件は、原案のとおり決定することに賛成

たのかと。

の方は起立願います。
（賛成者
○議長（吉田敏男君）

そして、制度についても任意なのか強制な
起立）

のか、どれくらいの掛け金を払って、そし

全員の起立です。

て、何歳からどれぐらいの厚生年金が出され

したがって、意見書案第８号「全国規模の

るのかもさっぱりわからない中で、ちょっと

総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法

まだ反対はしないにしても、簡単に、はい、

律」の早期制定を求める意見書の件は、原案

賛成です、立てるかどうかというのはちょっ

のとおり可決されました。

と、今、ちゅうちょするところであります。
安久津さんの意見も聞いてください。

◎

意見書案第９号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第８

○議長（吉田敏男君）
意見

○１０番（星

孝道君）

１０番星議員。
今、９番議員から

書案第９号地方議会議員の厚生年金制度への

もお話ありましたように、これ以前あった制

加入を求める意見書の件を議題といたしま

度がまた復活するということでありますよ

す。

ね。

本件につきましても、条例第６５条第３項

この制度が中止になった理由というのは、

の規定により提案理由の説明を省略をいたし

平成の合併によって全国の地方議員の総数が

ます。

激減したと。

これから質疑を行います。

そのことによって、制度を維持していくの

質疑はございませんか。

が非常に難しいから廃止するのだという説明

９番髙橋議員。

を受けてきたわけであります。

○９番（髙橋健一君）

この厚生年金制度、

そういった観点から、委員会としてどのよ

自分もかかわっていますので、議員ですの

うな議論がなされたのかをまず伺いたいなと

で、やはりどうしても急にこの意見書が出さ

思います。

れてもちょっと戸惑ってしまいます。

○議長（吉田敏男君）

まずは、一議員としてはありがたい意見書
かもしれませんけれども、内容が全くわから

提案者、榊原議員。

２番。
○２番（榊原深雪君）

お答えいたします。

ないのと、それからやはり我々は町民の信託

お二方の意見をまとめて答弁したいと思い

を受けて、国民の信託を受けて議員になって

ますけれども、星議員がおっしゃるとおり、
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廃止されるまで納め続けてきた議員年金は満

のいわば年金制度の加盟というのが強制なの

額ではなく、３期納めて８割程度しか戻って

か、任意なのかということを、私、言ったは

きませんでした。

ずですね。そこをこれからやっぱりお二方が

それから数年たち、将来の不安や担い手不
足ということで、かつての地方議員制度は議

また判断すれば、その後にいろいろな判断が
出てくるのではなかろうかと思います。

員が払う掛け金や自治体負担で運営されてい

これ、議長会から上がってきた意見書なも

ましたが、先ほど星議員がおっしゃるとお

のですから、もし許されるのであれば、議長

り、平成の大合併などで議員が減って財政が

のほうからまた補足、ちょっと説明を加えて

悪化、それで受給資格を得られることが特権

いただければ、理解していただけると思うの

的と批判されて民主党政権のもと、２０１１

ですが、いかがでしょうか。

年６月に廃止されました。

○議長（吉田敏男君）

それから、議運の中でも若手の議員から御
意見がございましたけれども、議員になって

ここで、暫時休憩を

いたします。
休憩中にちょっと発言をさせてください。

も厚生年金はないのかということで、やはり

午後

１時３７分

休憩

なり手不足が危惧されていた御意見もござい

午後

１時４２分

再開

ました。

○議長（吉田敏男君）

この地方議会の議長会からこの提出されて
おりますこの意見書は、年金廃止で退職後の
生活が不安定になり、議員のなり手が減って

再開をいたします。
他に、質疑がある方がありましたらお願い
をいたします。

いることが主な理由に挙げられております。
意見書を可決したのは、北海道、宮城、愛
知、和歌山、鹿児島、沖縄など２４道県議会

休憩を閉じ、会議を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで質疑を終わり

ます。

が一応可決しておりますけれども、ただ、こ

これから討論を行います。

の意見書がまだ反対意見もあり、強い反対の

討論はございませんか。

意見もあって、これが可決するということに

１０番星議員。

はなりませんが、私たちの足寄町の議会の運

○１０番（星

孝道君）

今、議長からるる

営の中では一応可決して意見書が提出された

説明がございましたが、私としては全く理解

という経緯があります。

が不能であります。

一番の原因は、なり手不足の一因となりか

ということは、廃止に至った経緯から見

ねないこの厚生年金が一助になればよいので

て、それを復活する環境は整ったのかという

はないかという御意見もありましたので、総

と全くそうではないはずです。

意として提出いたしました。

まず、その辺が欠落している。

○議長（吉田敏男君）

それから、何回もおっしゃっている、いわ

よろしいでしょう

か。

ゆるなり手不足、その要因の一つに、この年

他に、質疑はございませんか。

金制度だというのは、かなり無理な言い方だ

１２番井脇議員。

というふうに私は思っています。

○１２番（井脇昌美君）

この実はお二方の

質問も十分理解できるのです。

そして、そういったことからして、国にお
いても今回、年金カット法案とか言われる制

議運でもこれ出たのですよね、この意見

度改革法案が成立したばかりであり、多くの

が。そして、ここでとまってしまったわけで

批判もある中で、地方議会が地方財政が逼迫

すよ。

している中でこういったことを復活するとい

それで、私が最後まで言ったように、これ

うのは、そういう状況からしても私は賛成し
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かねるということを申し上げたいと思いま

構成年金制度への加入を求める意見書の件を

す。

採決をします。

○議長（吉田敏男君）

他に、反対討論ござ

いませんか。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

９番髙橋議員。
○９番（髙橋健一君）

の方は起立願います。
今の星議員の発言

で、今回は私は反対に回りたいと思います。
よく説得力がありました。

○議長（吉田敏男君）

起立）
ちょっとそのまま

はい、よろしいです。

他に、反対討論ござ

いませんか。

お座りください。
７番議員、９番議員、１０番議員が反対で

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（賛成者
立ってください。

ありがとうございました。
○議長（吉田敏男君）

この表決は、起立によって行います。

あります。

次に、賛成討論。

よって、起立多数です。

１２番井脇議員。

したがって、意見書案第９号地方議会議員

○１２番（井脇昌美君）

提出者も議運の委

員長ということで苦しい立場の中で、こうい

の構成年金制度への加入を求める意見書の件
は、原案のとおり可決されました。

う今もお二方の意見が出ていたのです、実際
に。

◎

私が言うのは、ここで強制的な厚生年金の

意見書案第１０号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第９

意見

加盟が求められるのか、任意なのかというこ

書案第１０号大雨災害に関する意見書の件を

とを私は強調したのです。

議題といたします。

だから、ここの中で協議を私は参画して委

本件については、条例第６５条第３項の規

員長の後押しをしたわけですから、意見とし

定により、提案理由の説明を省略をいたしま

て賛成はしますけれども、ここさえ解消され

す。

ればお二方も疑念があれすると思う、任意で

これから質疑を行います。

あればいいわけですから。私はそのことは経

質疑はございませんか。

過があるわけですから、いや、私はもう理解
できないですと、これでいいわけですから。
ただ、強制となるとちょっと私もその辺

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

は、だから言ったはずです。任意なのか強制

これで質疑を終わります。

なのですかと。だから、その辺も含めて私

これから討論を行います。

は、一応、今のところ内容がしっかりとまだ

討論はございませんか。

明確になっていないという提出者の以上、意

（「なし」と呼ぶ者あり）

見を参画した立場として私は賛成したいと思

○議長（吉田敏男君）

います。

す。

○議長（吉田敏男君）

他に、賛成討論ござ

いませんか。

これで討論を終わります。
これから、意見書案第１０号大雨災害に関

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

する意見書の件を採決をします。

それでは、討論なし

と認めます。

この表決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成

これで討論を終わります。

の方は起立願います。

これから、意見書案第９号地方議会議員の
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（賛成者

起立）

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

鉄分割民営化のときに、北海道だけに分けて

したがって、意見書案第１０号大雨災害に

しまったら、北海道は絶対赤字になると当時

関する意見書の件は、原案のとおり可決され

からわかっていたことですよね。それが、

ました。

今、そういう局面に立たされているのだとい
うふうに思うのですよ。
◎

意見書案第１１号

○議長（吉田敏男君）

だから、財政的に支援するのは当然当たり

追加日程第１０

意

前だと私は思いますし、その「等」というの

見書案第１１号ＪＲ北海道への経営支援を求

は、だから具体的に、もうちょっとこんなこ

める意見書の件を議題といたします。

ともＪＲ北海道としては必要だよというよう

本件につきましても、条例第６５条第３項

なことが議論されたのかなという、ちょっと

の規定により、提案理由の説明を省略をいた

そういう思いがあったということなのですけ

します。

れども。

これから質疑を行います。

○議長（吉田敏男君）

質疑はございませんか。

員。

７番田利議員。

○２番（榊原深雪君）

○７番（田利正文君）

答弁、２番榊原議
さまざまな御意見は

一番最後のところで

あろうかと思いますけれども、この意見書に

すけれども、財政支援等と入っておりますけ

対する議運の中では文言とか内容については

れども、「等」の中には、具体的にどんなこ

特に御意見はございませんでした。

とが想定されているというか議論されたので
しょうか。

答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

ここで、暫時休憩を

いいですね。

他に、質疑はございませんか。

いたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

そこでちょっと正副委員長で調整して。

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

午後

１時４９分

休憩

午後

１時５１分

再開

これで質疑を終わります。

休憩を閉じ、会議を

これから討論を行います。

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

す。

討論はございませんか。

答弁、提案者、榊原議員。
○２番（榊原深雪君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

お答えいたします。

財政支援等を図るとありましたけれども、

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

財政と、あと、今のＪＲの問題としましては

これで討論を終わります。

ホームと列車の段差があるとか、障害者の方

これから、意見書案第１１号ＪＲ北海道へ

には、もうちょっと優遇された設計とかを求

の経営支援を求める意見書の件を採決をしま

める意見もたくさん出ております。

す。

その中で、もろもろのＪＲに対するこれま
での改革を求めている内容だと私は理解して
おりました。

この表決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

そういうことでよろしいでしょうか。
○議長（吉田敏男君）

（賛成者

よろしいですか。

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。
○７番（田利正文君）

起立）
全員の起立です。

したがって、意見書案第１１号ＪＲ北海道
ちょっとくどくなっ

て申しわけないのですけれども、もともと国

への経営支援を求める意見書の件は、原案の
とおり可決されました。
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す。
◎

所管事務調査の延期

○議長（吉田敏男君）

追加日程第１１

本定例会の会議に付された事件は、全て終
所

了をいたしました。

管事務調査期限の延期についての件を議題と
いたします。

したがって、総合条例第２８条の規定に
よって、本日で閉会をしたいと思います。

総務産業常任委員会及び文教厚生常任委員

これに御異議ございませんか。

会に付託中の所管事務調査については、調査

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

が終わらないので、同委員会から次期定例会

○議長（吉田敏男君）

まで期限を延期されたいとの要求がありまし

す。

た。

異議なしと認めま

したがって、本定例会は、本日で閉会する

お諮りをいたします。

ことに決定をいたしました。

委員会の要求のとおり、期限を延期するこ
とに御異議ございませんか。

◎

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

閉会宣告

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。

これで本日の会議を

閉じます。
平成２８年第４回足寄町議会定例会を閉会

したがって、総務産業常任委員会及び文教

をいたします。

厚生常任委員会に付託中の所管事務調査につ
いて、調査の期限を委員会の要求のとおり次
期定例会まで延期することに決定をいたしま
した。
◎

閉会中の継続審査・調査

○議長（吉田敏男君）

追加日程第１２

閉

会中の継続調査申出の件を議題といたしま
す。
広報広聴常任委員会及び議会運営委員会の
委員長から、総合条例第１３６条の規定に
よって、お手元に配付をいたしましたとお
り、閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りをいたします。
委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調
査にすることに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
したがって、委員長の申し出のとおり、閉
会中の継続調査とすることに決定をいたしま
した。
◎

会期中の閉会

○議長（吉田敏男君）

お諮りをいたしま
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午後

１時５６分

閉会

平成２８年第４回足寄町議会定例会会議録
上記のてん末を記載し、その相違なきことを認めここに署名する。

足 寄 町 議 会 議 長
足 寄 町 議 会 議 員
足 寄 町 議 会 議 員
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